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k を完全体とし Λ を p が可逆な有限体もしくは Qℓ とする。k 上の滑らかな代数多様体 X にた
いし、その上の Λ 加群の構成可能複体 F の余接束の閉部分集合である特異台 SSF と余接束のサ
イクルである特性サイクル CCF がそれぞれ Beilinson [1] と斎藤毅 [6] により構成された。また特
性サイクルの零切断への引き戻しとして F の特性類 ccX F も定義された。
この論文では彼らの理論に基づき、k が有限体である場合に、その上の射影的で滑らかな代数多
様体 X にたいしてその上の構成可能複体の ε 因子の捻り公式を証明した。
定理 1 k を有限体とし X を k 上射影的で滑らかな多様体とする。F を X 上の Λ 加群の構成可
能複体とし、G を X 上の Λ 加群の滑らかな層とする。このとき

det G(−ccX F) =

ϵ(F ⊗ G)
ε(F)dim G

が成り立つ。
これは加藤和也と斎藤毅により特性類の代わりに Swan 類を用いた形で予想された [3, Conjecture

4.3.11] ものである。すでに F が定数層の場合は斎藤秀司 [5] により証明され、また X が曲面で F
がある種の階数 1 の層については Vidal [7, 8] により証明されていた。
証明は X の次元に関する帰納法によりなされる。特性サイクルが層の引き戻しと整合的であ
ることから X から曲線へのよい射が存在する場合に帰着される。曲線への射が存在するとき、

Deligne [2, 7.11] と Laumon [4, 3.2.1.1] による ε 因子の積公式を用いることで局所的な等式を示
すことに帰着できる。局所的な等式は特異台による局所非輪状性と帰納法の仮定、および特性サイ
クルによる Milnor 公式を用いることで証明できる。
上の定理の系として構成可能層の特性類と固有射に関する整合性、すなわち図式 [6, (6.16)] の 0
次部分の可換性を証明した。
系1

k を有限体とし f : X → Y を k 上射影的で滑らかな多様体の間の固有射とする。F を X 上

の Λ 加群の構成可能複体とする。このとき

ccY f∗ F = f∗ ccX F

となる。
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